朝の法話

暁天講座
七月二十五日（水） 六時四十五分～

真城義麿

先生

一昨年に寄贈のあった百三
十八本の紫陽花が今年もきれ
いに花を咲かせた。

山城第二組では寺院間のさら
なる交流を願いとした事業を行っ
ている。今年
度は五月三十

前大谷中高等学校長

講題

を 回るウオ ー

寺 などの史 蹟

堂・金戒光明

法然院・真如

隣の安楽寺・

一日に別院近

先生

「安心してがんばれる世界を」
七月二十六日（木） 六時四十五分～

尾畑文正
キ ングが実 施

前同朋大学学長

講題

がっしょうくぎょう

ら い

住職

本多雅人

ぶ

く

ととの

巻下～

む り ょ う じ ゅ ぶ つ

～仏説無量寿経

先日、当院本堂の大屋根の土が大量に落ち、鬼瓦が傾
いた。参詣者の安全を確保するための緊急の補修工事を
余儀なくされた。その現状の中でいま建物の補修に追わ
れ、ただ建物を維持することばかりに奔走しているのだ
が、はたして世の中からほんとうにお寺が必要とされて
いるのだろうか。いまさらながらそんな愚問にも近い、
急務の問いが私を襲ってきた。
昨今の定例法話や各教化事業での参詣者数の減少、直
葬、友人葬などによる宗教抜きの葬儀、法事や月命日の
お参りの減少等どの事柄からも、けっして世の中から必
要であると思えないお寺の現状がある。
お寺離れの要因と考えられるところでは、宗教書の氾
濫、インターネットの普及により、わざわざお寺に来て
仏法を聴聞しなくても、自宅で好きな時間に好きなだけ、

竹(中

)

自分流に自由気ままな聞き方が容易にできるようになっ
た。そこには、一緒に仏法を聞く師や友と顔を突き合
わせて話すこともなければ、服を着替えて法座に身を
据えることもない。仏法聴聞は、かならず人を通して
聞くことであり、談合（座談）を通して自分に聞こえ
てきた仏法の確認をするところにこそ、仏法聴聞のほ
んとうの大事さがあると、蓮如上人は、「一句一言を
聴聞するとも、ただ、得手に法をきくなり。ただ、よ
く聞き、心中のとおり、同行にあい談合すべきことな
り」というお言葉で、五〇〇年以上前から警鐘を鳴ら
し続けている。
現存のお寺の堂宇を建立された先達の願いは、人を
通して聞く仏法の大事な聞き方を、師や友とともに確
認する場としてのお寺であったに違いない。
では、実際のところ、いま私にほんとうに師や友が
いて、真剣に怒ったり怒られたりする場としてのお寺
だという認識があるだろうか。
安田理深先生は「壁にかけてある名号より口から出
る名号、これがほんとうの生きた御本尊である」と述
懐される。お寺の中心は本堂であり、本堂の中心は御
本尊である。御本尊（ほんとうに尊いこと）に遇えた
わが身のうなずきが口から出る。生きた名号が響く場
である。そのことを師、友とともに確認できる場とし
ての本堂であることを、いま本堂の補修に追われる現
状から、先達の願いに立ち返り、この私一人こそが襟
をただし座り直して、顕（あきら）かにされなければ
ならないと念 お
(も う
)ことである。

切にしたいと思います。

これからもこのような機会を大

い機会になりました。

いないかに気付くことのできたよ

通して、自分がいかに何もできて

参加させていただき、法話実習を

今回、二回にわたる伝道研修に

た。

親 会がもた れ

あ と別院で 懇

さ れた。そ の

蓮光寺

先生

「浄土でまちまいらせそうろう」

東京教区

七月二十七日（金） 六時四十五分～

講題

「本当に救われるとは」
～悲しみのままに開かれる世界～

え

＊パンとコーヒーを用意しています。

さ ら

鏡池だより
た

発行：編集
岡崎別院
輪番 福田 大

「汝 、 起 ち て 更 に 衣 服 を 整
え合掌恭敬して、無量寿仏
を礼したてまつるべし」
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ぞうどく

ぜ ん

「雑毒の善」

の親切心ほ ど他人の 領域を 侵してい
る行為はな い。知ら ず知ら ずに、他
人の領域に まで、土 足で入 り込んで
しまってい る事実が そこに あった。
その自らの あり方に 恥ずか しさを覚
えながらも 、そこか ら抜け きらない
自分のどう しようも なさを 、いま痛
感させられている。
「他人の 人間性を 無視す れば、か
ならず自ら の人間性 も失っ ている」
とは、和田 稠師のお 言葉で ある。自
分の思い、 はからい だけで 生きると
いうことは 、自らの 人間性 も他人の
人間性も失 い、人間 不在の 世を作り
出すことになる。
昔「わか っちゃい るけど やめられ
ない」とい う歌があ ったが 、どこま
でいっても わがはか らいの 押しつけ
でしか生き ていけな い私、 他人に迷
惑をかけな がらでし か生き ていけな
い私という ことが、 私自身 ほんとう
にうなずけ たとき、 愚かな 者として
生きる大地 に足が着 き、人 間として
の歩みが始まるように 念 お
(も え
)て
な ら ない 。

毎年三日講は聖跡参拝を行っ

三日講
宗祖を訪ねて
○七 月三 日十 四時 ～
○八 月三 日十 四時 ～
○九 月三 日十 四時 ～

味読正信偈
○七 月十 三日 九時 半～
○九 月十 三日 九時 半～

盂蘭盆会

輪番
輪番
輪番
輪番
輪番

○八 月十 三日 九時 半～
長 浜教 区第 十二 組即 往寺 住職
京 極真 了師

定例法話
○八 月二 十三 日九 時半 ～
大 谷大 学大 学院 生
橋 本彰 吾師

秋季彼岸会
○ 九 月二 十三 日九 時半 ～

福田大岡崎別院輪番から「お

名の参加があった。

一般研修会が開催され、約三十

五月十一日山城第二組坊守会

宮 戸道 雄師

京都教区近 江第十一 組慶照寺 住職

四月三十日 挙式
高木 信さん
東條信子さん

内仏のお給仕」という講題で

ている。今年は五月三日に聖跡
参拝を行い、清涼寺、二尊院、

「ご本尊」について研修した。

六月九日 挙式
木佐洋志さん
柳山紗月さん

五月十三日に金剛流の宇高徳
成さん
による
お能の
教室が
行われ
た。今
後は不
定期に
開催さ
れる予
定。

落柿舎を訪問した。参加者は二
十二人であり、行き帰りはバス
で、三か所は歩いて参拝した。

茶道教
室では、
五月十三
日の教室
ではお茶
会の練習
が行われ
た。

2
3

ある師 から「 君が何 でも自分 でや
ろうとす る意欲 は貴重 なことだ 。し
かし、か えって そのこ とで他人 の領
域まで侵 し、他 人をだ めにする こと
もある。 少しは 他人に 任せ、他 を生
かすこと の大事 さも知 ってほし い」
と私にと っては かなり の苦言と 貴重
な御指摘を賜ったことがあった。
先日、 長男の 引っ越 しで家か らの
荷物出し の段取 りや、 足りない もの
の買い出 しに付 き合っ た。また 赴任
先まで行 き、必 要な家 電の購入 にも
立ち会った。そのときのことだった。
「お父さ ん、僕 もう社 会人やか ら、
自分でで きるか ら、も ういいよ 」と
いう、息 子から 発せら れた言葉 に驚
愕すると 同時に 、師か らの言葉 （前
述）を想起させられた。
やらね ばなら んとい う義務感 や、
お世話をしているという、押しつけ

去年開催された「清沢満之先
生を偲ぶ会」が、今年も太田浩
史氏の呼びかけにより、濱風講
ひ(んぷうこう と
)名を改めて、
六月五日
に開催さ
れ、山口
昭彦先生
に よ り
「教如上
人と茶の
湯」・真
城義麿先
生により
「人知と
仏智ー宗
教なき時
代の閉塞」
立野義昭
先生によ
り「真人
の道」を
講義され
た。
山口昭彦先生

真城義麿先生

立野義昭先生
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